
定期キャンペーン
ゆゆ めめ

平成29年夏 上川地区『ＪＡバンク』

組合員以外の方

10万円以上の新規預入
または増額1年定期

3年定期 店頭金利 × 3倍

正組合員・  准組合員の方
新規組合員加入の方

10万円以上の新規預入
または増額1年定期

3年定期 店頭金利 × 5倍

お米プレゼントにかえて、
金利上乗せをご希望の方は

キャンペーン期間中に定期貯金とＪ Ａカードまたは総合口座を
ご契約して頂いた方には牛乳券200円プレゼン トさらに

対象商品　　「スーパー定期貯金及び大口定期貯金」対象商品　　「スーパー定期貯金及び大口定期貯金」
●預入期間は1年・3年とさせていただきます。●ご契約いただいた定期貯金は　「自動継続扱い」　とさせていただ
きます。　満期日以降は上乗せ金利が適用されませんのでご注意下さい。●期日前に中途解約されますと、お預
入日から中途解約日まで所定の中途解約利率が適用となりますのでご注意ください。●お利息に20.315％（国
税15.315％、地方税5％）　の分離課税となります。●個人の方に限らせていただきます。●本定期貯金は貯金
保険制度の対象となり、同制度の範囲内で保護されます。●商品の説明書は、　店頭にお申し出下さい。

期間／平成 29年 6月　1日（木）
～ 7月 31日（月）

■旭川中央支所　 ■北部支所
℡26-3511　　   ℡51-4336
■神楽支所　　　 ■近文支所
℡61-4111　　   ℡53-1126
■厚生病院支所　 ■永山支所
℡32-9011　　   ℡48-2171
■旭正支所　　 　■豊岡支所
℡32-2231　　   ℡31-3188
■神居支所　　 　■忠和支所
℡61-4126　　   ℡62-2185
■江丹別支所　 　■北野支所
℡73-2111　　   ℡87-2131
■春光台支所
℡52-7857

2kg
5kg

ゆめぴりか

正組合員・準組合員の方
新規組合員加入の方限定

（100万円以上の新規預入の方）
100万円毎に

3年
定期

1年
定期

プレゼント

こんにちは

安心・安全　おいしいあさひかわの水道水

■お客様センター ☎24-3163
　

旭川市水道局    

第49号
平成２9年7月
旭川市水道局

■お客様センター ☎24-3163
　

旭川市水道のマスコット
「水道ぼうや」です!

旭川市下水道のマスコット
「カンタくん」です!

本紙に関するご意見・ご感想を水道局総務課までお寄せください。
TEL：24－3160　FAX：25－9500　E-mail：suido_info@city.asahikawa.hokkaido.jp

旭川市水道局

水道局です
こんにちは

旭川市水道局    
〒070-8541 
旭川市上常盤町1丁目

■ホームページ　■ツイッター　    ■フェイスブック■ホームページ　■ツイッター　    ■フェイスブック

水の飲みくらべ 　　旭川市健康まつり・旭川医大祭

おいしい旭川市の水道水

　６月１日～７日の水道週間にあわせ
て、広報活動の一環として、６月１０日に
大雪アリーナで開催された 「旭川市健
康まつり」、６月１０日～１１日に旭川医
大で開催された「旭川医大祭」にそれぞれ参加しま
した。両イベントとも昨年に引き続きの参加です。
　「旭川市健康まつり」では旭川市保健所との連携・
協力のもと、「旭川医大祭」では大学祭実行委員会
のご協力のもと、これからの暑くなる季節にあわせ
て「安心・安全」、「経済的」、「お手軽」の三拍子そ
ろった水道水のおいしさをＰＲしました。

お問い合わせ先

お問い合わせ先

総務課 ☎２４-３１６０

旭川市
健康まつり

旭川
医大祭

in

　健康まつりでは延べ
300名、旭川医大祭で
は延べ523名の多く
のみなさまに水道水と
市販のミネラルウォー
ターを飲みくらべてい
ただきました。結果、

健康まつりでは約50％、旭川医大祭では約47％の
方が、「水道水がおいしい」又は、「どちらの水もおい
しさは変わらない」とお答えになっております。
　ご協力いただいたみなさま、まことにありがとう
ございました。

　水のおいしさは、飲む人の味覚や好み、健康状態、気温など
の環境条件により異なりますが、多くの人は、水の硬度、臭気、
残留塩素、水温、色度などにより、「おいしい又はまずい」と感
じているようです。本市の水道水は川の水質に差はあります
が、いずれの浄水場でつくられた水も「おいしい水道水」です。

「おいしい水の要件」と旭川市の水道水の水質

項　目

蒸発残留物（mg/L）
総硬度（mg/L）
遊離炭酸 (mg/L）
有機物等（mg/L）
臭気強度（TON）
残留塩素（mg/L）
水温（度）

30から 200
10から 100
3から 30
3.0 以下
3以下
0.4 以下
20以下

64
22.8
2.5
1.8
0
0.3
11.0

98
39.9
3.1
1.7
0
0.3
10.8

おいしい水
の要件

石狩川
浄水場

忠別川
浄水場

※「おいしい水の要件」は「おいしい水研究会：厚生省（当時）による。
※浄水場のデータは、旭川市内の給水栓水（各浄水場につき、２ヵ
所の蛇口の水）における平成 27年度の年間平均値です。

マンホールカード好評配布中です！
　マンホールカードは、マンホール蓋の情報を載せたコレクション
カードで、テレビ番組などで取り上げられ、「マンホーラー」と呼
ばれる愛好者が登場するなど、全国的な人気となっています。
　旭川市水道局でも、普段は注目されることの少ない下水道につい
て、楽しみながら関心や理解を深めていただくことを目的として
カードを作成しました。
　平成２９年４月から配布を開始し、市民のみなさまをはじめ遠くは道外
からお越しになるなど、多くの方からご好評をいただいています。
　配布場所を訪れて希望される方に無料でお渡ししていますので、みなさ
ま、ぜひお越しください。

◇旭川市神居町忠和２８７番地　旭川市下水処理センター敷地内  バナナ館
　９：００～１６：００（月曜日は休館です）
※上記以外にも休館の場合がありますので、詳細については旭川市水道局ホームページをご覧ください。
URL：http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/440/441/4429/d059082.html

　自然豊かな大雪山連峰を源とする旭川市の安全でおいし
い水道水。その自慢の水道水をＰＲするために、ペットボ
トルに詰め（塩素を除去し加熱殺菌しています。）、ボトル
ドウォーターとして主な市有施設などで販売しています。
　みなさまのおかげで平成１９年４月の発売開始から今年
で１１年目。今年も安心・安全な「あさひかわの水」をご
愛飲ください。

水道局、旭山動物園（正門売店、東門売店、中央店）、市役所総合庁舎、市役所第２庁舎、
市役所第３庁舎、旭川市民文化会館、旭川市科学館、大雪クリスタルホール、ＪＡあさ
ひかわ「あさがお」永山店・「あさがお」神楽店、スタルヒン球場各売店、東光スポー
ツ公園ドリームスタジアム売店、旭山公園売店、扇松園、大雪地ビール館　等

総務課 ☎２４-３１６０
下水処理センター ☎62-3554（配布先に関すること）

安心・安全　おいしいあさひかわの水道水

好 評 発 売 中！

大雪のしずく　あさひかわの水

災害備蓄用にも使えます！
主な販売箇所

賞味期限～
製造日から２年間

配布場所・時間

あさっぴーとゆっきりんも登場！あさっぴーとゆっきりんも登場！

お問い合わせ先
総務課 ☎２４-３１６０
浄水課 ☎57-5003（水質等）



施設見学バスツアー参加者募集！主催：旭川市水道局 参加費無料

災害等の危機事態に備えて

下水道事業受益者負担金について

災害等の危機事態に備えて
大規模な断水が発生したときは・・・
　平成２８年８月に、北海道地方観測史上初となる３つもの台風が上
陸し、甚大な被害を受けたことは記憶に新しいかと思います。
　本市で災害等により大規模な断水が発生した場合、水道局では
事故対策本部を設置し、必要な対策を取ることになっています。断
水の地域には臨時給水所を開設し、給水タンク車等による応急給水
を実施します。臨時給水所の場所などは、報道機関に報道を依頼す
るほか、広報車、ホームページ、ツイッター、フェイスブックなどでお
知らせします。

下水道事業受益者負担金について
　公共下水道が整備された地域は、生活排水や汚物などを下水道に流しますので、カやハエの発生や悪臭が少
なくなるなど生活環境が向上して、土地の利便性が増すという利益を受けることになります。
　しかし、道路や公園などのように誰もがいつ
でも利用できる施設と違い、その利益を受ける
のは公共下水道が整備された区域内の土地所
有者などに限られますので、下水道の整備に税
金のみを投入することは、下水道を利用できない
人にも負担をかけ、公平を欠くことになります。
　そこで、公共下水道を利用できるようになっ
た区域内の方に、都市計画法第75条に基づく
「旭川市下水道事業受益者負担に関する条例」
により、下水道建設費の一部を負担していただ
くのが「受益者負担金制度」です。
　制度の運営にあたっては、丁寧な説明等を徹底
し、不公平感が生じないよう努めてまいります。

（応急給水車　３ｔ車）

（応急給水車　6ｔ車）

　応急給水の際は、水道局でも可能な限り給水袋などを用意し
て配布しますが、数に限りがあるため、できるだけ水を入れる
容器をご持参くださいますようご協力をお願いします。

お問い合わせ先 お申込み・お問い合わせ先 総務課 ☎２４-３１６０料金課 ☎２４-３１25

お問い合わせ先 総務課 ☎２４-3160

　わたしたちの生活になくてはならない水道水ができる過程や下水処理の様子を見学して、
水に対する理解を深めてみませんか。
●と　　　き
● 集合・解散場所

● 日程・見学場所

●参 加 費
●対　　象
●募集人数
●持 ち 物
●申込方法
●申込期間

●注意事項※以下の注意事項をご承知おきの上、お申込みください。

平成２9年10月１日（日）
市役所総合庁舎正面駐車場（旭川市６条通９丁目）
※集合場所までは公共交通機関のご利用をお願いいたします。
9：00集合・受付 ～ 9：20出発 ～ 9：35石狩川浄水場 ～ 
11:00春光台配水場 ～ 11：45下水処理センター ～
12：45見学終了 ～ 13：10市役所総合庁舎前到着・解散
無料
旭川市在住で満18歳以上の方
４０名（先着順）
上靴、雨具
電話による申込み（申込みは1件につき４名まで）
平成２9年9月1日(金)から平成２9年9月15日(金)(受付は平日９時～１７時まで)
※募集人数に達していない場合は、申込期間を延長します。

・春光台配水場は外観のみの見学です。
・見学する施設は見学を前提とした設計ではないため､バリアフリーではありません。
・雨天の場合も実施しますが、施設の運転に影響を及ぼす可能性がある大雨などの悪天候の場合は中止することがあります。
・実施の様子は写真等の撮影を行い、水道局ホームページ等に掲載されることがあります。
・実施にあたって、水道局で保険に加入しますが、自己の責任による事故があった場合は、水道局はその責めを負いません。
・下水処理センターの見学時には下水特有の臭気があります。気になる場合はマスクをご持参ください。
・都合により見学場所が変更となる場合があります。

水道局からのお知らせ

下水道いろいろコンクール作品募集
［ポスター・作文・標語・書道］応募締め切り 平成２9年９月8日（金）

　下水道に興味を持っていただき、理解を深め、下水道の
健全な発達に役立つことを目的として、小・中学生を対象に
ポスター・作文・標語・書道の作品を募集します。
　くらしを支える下水道について感じたことを自由に表現し
て、ふるってご応募ください。

主催/（一財）旭川市水道協会
共催/旭川市水道局
後援/旭川市教育委員会

応募・お問い合わせは・・・応募・お問い合わせは・・・
〒０７０－８５４１
旭川市上常盤町１丁目
旭川市水道局２階お客様センター
（一財）旭川市水道協会

対    象

賞

応募方法

発　表

９月は下水道月間です９月は下水道月間です

たくさんのご応募
お待ちしています！
たくさんのご応募
お待ちしています！

電話 ２６-８５２４ FAX ７３-９３１０

旭川市内の小学生・中学生とします
なお、書道部門は小学生のみ

部門ごとに金賞・銀賞・銅賞・入選
応募者全員に参加賞

１０月上旬に入選者を発表します
表彰式を１０月中旬に予定しています

各学校に配付してある応募要領又は旭川
市水道協会のホームページをご覧ください

下水道の整備

※下水道整備が終わると
拡張区域として公告さ
れます。

※負担金は下水道利用の
有無にかかわらずかか
ります。

お知らせ 受益者申告書 負担金
決定通知書

納入通知書

○○様

賦課対象区域の公告 申告書提出

負担金の納入負担金説明会

賦課決定
（納入通知書送付）

受益者負担金を納めていただくまで

5年間で10回の分割納入
（6月と 12月の年 2回）

平成 28年度（全国）下水道いろいろコンクール（（公社）日本下水道協会主催）
作文部門　中学生の部　入選　題「下水道が守り支えているもの」

旭川市立啓北中学校 2年生　髙田　りん　さん（学年は応募当時のもの）

9月10日は下水道の日9月10日は下水道の日


